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On Clinical Judgment and Psychodynamic Formulation in Psychotherapy

The author discussed it from a practical point of view about clinical evaluation 

(judgment) in psychotherapy on this thesis.

About clinical evaluation (judgment) and a diagnosis, there are various 

arguments. Some debaters insist that a diagnosis in psychotherapy is needless. You 

must surely know that there is a limit for approach of science when you face you 

as one human being to a human being troubled with living. In addition, actually, 

we must know that a diagnosis can become a minus for a treatment.

However, it is necessary we put so-called descriptive phenomenological 

diagnosis and psychodynamic evaluation together in the scene of clinical 

psychology, and to do clinical evaluation (judgment). There are many documents 

commenting on descriptive phenomenological diagnosis. On the other hand, there 

are a few documents commenting on psychodynamic evaluation, in other words, 

so-called psychodynamic formulation. The author gave an outline in this. Drive 

assessment, ego assessment, superego assessment, assessment of nature of the 

object relationship, assessment of a feature of the self, psychodynamic formulation 

are included in this, but it is ego assessment that play a key role. During early 

stage, you should do a guess of the level of personality organization of a client at 

least. It is finally an aim to do decision of the psycho-sexual development phase, 

psychic conflict, nature of anxiety, defensive maneuvers, genetic formulation. 

However, it is not necessary to explain all and should emphasize concisely the 

main problem, a point related to a treatment plan in particular. In addition, a 

diagnosis and a treatment are always progress at the same time. Therefore, a 
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continuous revision is always necessary for assessment in progress of a 

treatment.

Even if dynamic psychotherapy is taboo, psychodynamic evaluation is useful.

The author showed two examples of clinical evaluation (judgment) in a first 

time interview to show the practice of clinical evaluation (judgment) concretely.

Key words: clinical evaluation, clinical judgment, psychodynamic 

Formulation 

はじめに

　Foucault（1972 田村訳 1975）をはじめとして，多くの論者が，狂気を精神病として個人の「疾

病」のなかに閉じ込めようとする理性中心主義への批判を行っている。すなわち，本来は家族

や社会の問題かもしれないものを，個人のなかの「病」とみなし，「診断」「分類」した上で「治

療」しようということは，確かにある意味では「人権」の回復ではあるのだろうが，もしかし

たら「科学性」という仮面を被った新たな差別と問題のすり替えなのではないかという問題提

起である。LaingやCooperらのいわゆる「反精神医学」運動はその延長線上にあるのだろうし，

Rogersらのいわゆる（精神医療や心理療法における）「診断不要論」（あるいは有害論？）も

その流れのなかに位置づけられるかもしれない。

　一方で，現に苦しんでいる人々が目の前にいるにもかかわらず，哲学的な議論を持ち出して，

科学的探究や治療の努力をしないで傍観者でいようとすることへの批判もある（計見，1999）。

実際，いわゆる「病識」の問題はあるものの，一般的には，（元々は家族や社会の問題である

にせよ，）苦しんで援助を求めているのは個人である。（もちろん家族病理として家族を治療や

援助の対象にすることはある。）そうした個人と向き合ったとき，治療や援助の観点からはマ

イナスになるからと言って，何の見通しもなく援助をすることができるだろうか。少なくとも

誰かが何らかの「診断」「見立て」をしなければならない状況はあるように思う。

　こうした背景をふまえた上で，臨床家として，援助を求めてくる人々をどう｢診断｣するか，

どう見立てるかという問題は以前から様々に論じられてきた。

　松本（1996）は，笠原（笠原・加賀，1981）による検事的精神医学と弁護士的精神医学とい

う比喩的対比を，Jaspers，Schneiderらの記述現象学的方法とFreud, S.，Janet，Kretschmerら

の力動的・人間学的方法とつなげて，診断作業の反治療的側面と診断なき治療の危険性につい

て論じている。実際，精神現象の把握は問診による以外の客観的指標が乏しく，そのなかでで

きるだけたくさんの臨床家が，同じ診断をできるようにするためには，「検事的」に疑わしき

は徹底的に疑い，できるだけネガティブな面を把握しようとする記述現象学的な態度が必要に
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なるだろう。これが現在のDSMやICDといった診断基準作成につながっているし，こうした「客

観的」指標があることで「疾病」の生物学的「原因」の解明や，薬物の開発，治療実績の実証

などが可能になっていることは否めない。一方で，こうした流れは，「人間」としてのクライ

アントをできるだけ幅広く理解しようとし，一人の「人間」として関わる，すなわち疑わしき

は罰せず，多少大目に見てネガティブなものばかりに目を奪われず，ポジティブなものを積極

的に取り上げてそれを治療の糧にしようとする「弁護士的」な，力動的な臨床家の姿勢を損な

うことになるだろう。一方でこうした「弁護士的」な治療的アプローチは「科学的実証性が持

ち得ないことを，無責任に『専門家』を騙ってクライアントに施していいのか」という批判に

晒されることになる。

　科学的解明は必要かつ極めて有用である。しかし，科学は極めて個別性の高い，再現性の乏

しい問題には無力である。生きることに悩む人間に一人の人間として向き合うとき，科学的

アプローチには限界があることも知らねばならないだろう。“ニューロトランスミッターにつ

いては何でも知っているが，自分たちの患者にいかに語りかけるかについては知らない”

（Gabbard，1994 権訳  1998）　精神科研修医や，“ただ単に薬物だけよりも話を聞いて欲しい

と要求し始めている患者”（Gabbard，1994 権訳  1998）の声にも耳を傾ける必要があるので

はないだろうか。

　精神科診療の問題として最初に「見立て」を論じた土居（1969・1996）は，精神科における

診断と治療の分離についての憂いを述べた上で，以下のように述べている。“診断というコト

バ自体，それによって病気の種類を思い浮かべることはできても，そこから生きた患者の姿は

立ち上がってこない。・・「見立て」という場合には，病気の種類ではなく，病気と診断される

個々の患者の姿が浮かび上がってこないだろうか・・”

　すなわち彼は，「診断」の反治療的側面をできるだけ減らした姿勢を示すコトバとして「見

立て」という日本語（英語ではclinical evaluationだが，むしろclinical judgmentのほうが適当

だと述べている）を用いている。

　そして自らの著作「方法としての面接」（土居，1992）を“「見立て」についての解説”と述

べた上で，診断と治療の間の有機的な関連や専門家と患者の間に成立する関係を重視する必要

性を強調し，ケースカンファレンスやスーパービジョンの重要性について論じ，“「見立て」は

診断的なものを含んでいるが，しかし単に患者に病名を付することではない。それは断じて分

類することではない。それは個々のケースについて診断に基づいて治療的見通しを立てること

であるとともに，具体的に患者にどのように語りかけるかを含むものであって，きわめて個別

的なものである”とまとめている。

　同様に河合（1996）も“「見立て」が「診断」よりも有用”と述べ，また北山（1996）は“診

断というよりも，むしろ理解と呼ぶのがふさわしいものであり，統計処理を繰り返して精度を

上げようとする分類学的な診断とは異なる”と述べている。
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　こうした観点を踏まえると，心理療法においてクライアントを見立てる場合，記述現象学的

診断と力動的診断の双方をバランスよく行うことが求められることになる。記述現象学的診断

については，一般の精神医学のテキストに詳しく書かれているのみならず，ICDやDSMといっ

た国際的な診断基準やマニュアル，更にはより客観的な診断のための構造化面接まで開発され

ている。ところが，力動的診断については，心理臨床の現場では常に求められているにも関わ

らず，こうしたテキストやマニュアルが極めて乏しい。その背景には，そもそもマニュアル化

しにくく生きた臨床実践の中でスーパービジョンやケースカンファレンスなどを通じて学んで

いくしかないという事情があるのみならず，Ogden （1992）が言うように，そもそも初回から

治療は始まっているのであり，アセスメント面接，予備面接，診断面接などといった形で最初

の何回かの面接を分ける立場に反対する論者がいたり，精神分析学自体が，個人の内的な問題

よりも，セラピストとの関係性を重視する方向に大きく流れていることが少なからず影響して

いるようである。

　そこで筆者は，心理臨床の実践的な立場から，最低限押さえておくべき「見立て」について

論じようと思う。（筆者は精神科医であり，精神分析学を専門としている。しかし，こうした「見

立て」は医学的な治療や精神分析的な心理療法を行わない場合でも，そもそもどのような援助

を行うべきかどのような援助が可能かを見立てるためにも，必要だし有用だと考える。）

記述（現象学）的診断について

　まず，一般の精神科医療のなかで行われている記述現象学的診断の概略について述べる。

　多くの精神医学の教科書に書かれていること（大熊，2003）だが，「全体像の把握」「自然な

人間関係の保持」などを謳いながら（ということは，実はそうではない方向に行ってしまいや

すいことを暗示しているのだろうが），基本的には，「分析と統合という過程の必要な科学的認

識」にできるだけ近づけるために，精神機能を知覚，感情，思考などの様々な要素機能に分け

て，その「相互関係に考慮しながら，一つの状態像としてまとめる過程をふむ」というのが一

般的である。

　実際は，主訴，既往歴，生活歴，発達史，家族歴，精神医学的遺伝負因，現病歴，精神的現

（在）症，身体的現（在）症といった順番で整理して記載するのが一般的である。このうち，

主訴や現病歴にはできるだけ専門用語を使わず，クライアントあるいは情報提供者の表現を，

主語をはっきりさせるよう注意しながら，そのまま記載する。一方で現在症の記載は，専門用

語で簡潔にまとめる。また，生活歴，発達史や家族歴は，冗長になりすぎないようにできるだ

け簡潔に記載する。当然，直接症状とは関係がないかもしれないプライベートな内容も含まれ

ている可能性があるので，聴取や記載に当たっては十分な配慮が必要である。

　最終的な精神的現在症については，1．精神機能の基礎である「意識」の異常，2．患者の表出
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面から捉えられる精神症状（表情，態度，話し方，精神作業＝知能・記憶の異常），3．患者の

体験面を主にした精神症状（知覚・意志・感情・自我意識・思考の異常）と分けて記載するの

が一般的である。診断は，いわゆる外因性，内因性，心因性の順番で検討される。

　こうした記載法では，いわゆる幻聴は知覚の障害に分類され，妄想は思考（内容）の障害，

観念連合弛緩は思考（形式）の障害に分類されることになる。従って，記載された内容は可能

な限り客観的なものではあるが，その人を一人の人間として理解しようとするときの実感とは

多少なりともずれが生じざるを得ない。（薬理学的な作用をわかりやすく示すために，認知症

状などと共に，Janetどフランス力動学派の流れの用語である陽性症状（本来ないはずなのに

出てきた部分），陰性症状（本来あるはずなのになくなってしまった部分）といった用語が使

われることもあるが，これは本来，ある種の仮説的な人間理解を前提とした極めて力動的な概

念である。）

力動的診断について

　そもそも力動的心理療法はやや特殊な方法である。理解されにくく，伝わりにくいことだが，

もちろん症状が標的ではなく，何かを一方的に治すようなものではないし，優しく慰めたり，

支えたり，思いを発散することが目的ではない。それは，セラピストとの「関係」を利用して，

その人が自身についての洞察を深めること，セラピストとの間でフルレンジの体験をすること，

修正情動体験を持つこと，抑うつポジション優位の状態になること，自己疎外されたパーソナ

ルな体験を漸進的に再獲得し，主体的で歴史的な人間存在としてより豊かに生きはじめること，

幼児期の外傷体験を癒せるようになること，発達課題を整理してそれまでの発達過程で処理で

きなかったものを象徴的に取り扱える自我機能を回復すること，発達の途上で得られなかった

環境からの支持を得て滞っていた発達の進展を実現すること，というような表現で示すことの

できるクライアントの内的な変化の促進が目標である。

　力動的診断・評価は，もともとはクライアントをできるだけ理解し，こうしたセラピーの適

否を判断するためにある。すなわちラポールを構築しつつ，関与しながらクライアントの反応

を観察し，整理していく方法である。

　実際の手順は，事前の外的な情報を踏まえたうえで，可能ならばYes，Noで答えられない

形式，すなわち「ご自分について何でも構いませんので，ご自由に語ってみてください」といっ

たopen ended questionで始める事が望ましい。そうしたなかで，クライアントの語る（主訴の）

「内容」と面接の場での（here & nowの）反応の共通点を見いだす，クライアントの内省能力・

言語化（象徴化）能力を把握する，クライアントの動機やニーズを確認する，といったことが

行われる。

　更に，それでは足りない部分を補うために，情報の収集や心理検査を行う。情報として必要・
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有用なのは，主訴，動機，経過，これまでの対策，考えうる原因，両親をはじめとした近親者

の反応のクライアントなりの推測，最早期の記憶，夢，性生活の発達・内容などである。

　この際，大切なことは，面接の中で，（主に）クライアントの内的な問題の反映として，何

が起こっているのか，セラピストや面接の場に何が投影されているか，セラピストはどう影響

されて（巻き込まれて）いるか，どのような逆転移感情が起こっているか，といったような観

点を持ち続けることである。

　その上で，治療者からのその時点での大雑把な見立てをクライアントに報告し，金銭，時間，

援助法の選択など現実的な問題について確認しながら，治療契約を結ぶことになる。

　こうして得られた情報を整理・統合・記載する方法として，精神分析学，力動精神医学の領

域では，精神力動的定式化（psychodynamic formulation）という方法論が打ち立てられている。

これは米国の力動的な精神科臨床の中では，かなり汎用されている用語のようであるが，

Perryらによる一般の精神科医たちへの啓蒙を意図した総論的な論文（Perry，Cooper，

Michels，1987）以外は，英語圏の文献は殆ど見当たらない。しかも，実践に応用できるほど

には詳しくその内容が書かれていない。皆川（1981），小此木（1985）らによると，精神力動

的診断を最初に整理し記載したのはAnna Freudだったらしい（Freud, A 1965 黒丸・中野訳

1981）。但し，この時点では精神力動的定式化という用語は使われておらず，発達診断と言わ

れていた。（それ以前に定式化と言われていたのは，例えば「恐怖症の精神力動的定式化」と

言うように，ある病態の精神分析的に解明された精神病理のことを指していたようである。）

日本では皆川（1981）が，具体的な事例を交えて，見立てという意味での定式化について詳し

く解説しているが，筆者はこの皆川の文献及びAnna Freud学派であるChethik,（1989 斎藤他

訳  1999）の文献を参考にしながら，実践的な見立ての進め方について，私見を交えながら整

理しようと思う。

　精神力動的評価（定式化）には，以下のようなものが含まれる。

1．欲動評価

2．自我評価

3．超自我評価

4．（対象関係の性質）

5．（自己の特徴）

6．（力動論的－発生論的）定式化

→診断，治療方針。

　これらについて，順に検討する。

1．欲動評価（Drive Assessment）

　Freud, A （1965 黒丸・中野訳  1981），Chethik （1989 斎藤他訳  1999）らは，欲動評価につ
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いて，（主にリビドーに関しての）心理性的発達段階・発達水準，対象関係の質・量，攻撃性

の配分を評価するように求めている。

　詳細にみると，まず，心理性的発達段階・発達水準については，欲動が年齢にふさわしい段

階に達しているか。その水準が維持されているか。より早期の段階への退行が起こっていてそ

れが放棄されているか，などといった評価を行う。例えば，男根・エディプス期に達している

証拠があるかどうか，それに苦戦しているかどうか（例えば男根期に達しているが，破壊的・

競争的ながんばりや性的願望に下される罰への恐れが強い，など），肛門期に由来する問題は

ないか（例えば肛門期的な言葉の使用やサドマゾ的な相互作用があるかどうか）などである。

　対象関係の質と水準の評価は，対象リビドーを評価するためのものである。具体的には，自

己愛的かどうか，依託的かどうか，対象恒常性が確立されているかどうか，前エディプス的か

エディプス的，後エディプス的，青春期的かなど，対象関係が年齢にふさわしい質と水準を獲

得しているか，維持あるいは退行しているかどうか，例えば「三角形」かどうかなどを評価す

る。

　欲動の配分については，自己と対象世界に対するリビドー備給はどんな風か，自己愛（一次

的・二次的）はどうか，身体・自我・超自我などへのリビドーや攻撃性の備給の状況はどうか，

などが評価される。具体的には自己評価，自己への関心，自己の過大評価，対象の適切な独立

性への考慮などである。特に攻撃性の配分については，その質，表し方，量的大きさ，顕在化

の有無，リビドー発達の水準に対応しているかどうか，対象世界に向いているか，自己に向い

ているかなどを見る。例えば，誰かに対してコントロールに問題はないかどうか，男根的ライ

バル心に関係した問題はや肛門期に由来する問題（激怒・かんしゃく・感情の爆発，散らかし

放題，落ち着きのなさ，支配的な行動など）はないかどうか，などが評価される。

　Chethik（1989 斎藤他訳  1999）が挙げている6歳男児の例では，欲動の評価は，攻撃性に

ついては，肛門的サディズム→壊滅への恐怖→攻撃者との同一化→激怒という文脈と，エディ

プス的競争→去勢不安→制止→症状（例：学校での知的活動の制止）という文脈の2つが並存

しており，リビドーについては，エディプス的リビドー→罪悪感・去勢不安→対象関係におけ

る退行→母親との抗争という文脈が見られる，とまとめられている。

　皆川（1981）は，欲動の評価として，より簡潔にまとめている。

　それによると，リビドー的欲動については，まず一次的な自己愛すなわち身体的遺伝性疾患・

生命維持上の重篤な問題の有無などを評価し，次いで二次的な自己愛すなわち自己評価の高低

を評価するという。また，攻撃的欲動については，攻撃欲動の質（すなわち配分・コントロー

ル）例えば，欲求不満を行動であらわすか言語であらわすか，生産的にあらわすか破壊的にあ

らわすか，などに加え，攻撃欲動の量を評価するという。

　Perryら（1987）やGabbard（1994 権訳  1998）は，欲動評価は，他と分けては行っておらず，

自我評価の中に含めている。
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2．自我評価（ego assessment）

　Bellak（1973）は自我機能を12に分けて記載しているが，Chethik（1989 斎藤他訳  1999），

皆川（1981）らの記述をまとめると，詳細に評価する場合でも，大体以下の8項目にまとめら

れるようである。

（a）防衛機能（優先される防衛，適切性，効率）

（b）対象関係の質（関係する能力の幅）

（c）現実との関係（適応能力）（現実検討，現実感覚）

（d）思考プロセスの性質（抽象対具象，空想の利用）

（e ）欲動の調整とコントロール（衝動性，欲求不満耐性，注意持続時間のアセスメント，欲

動備給の発達，超自我機能をこれに含める場合もある）

（f ）自律機能（知能，記憶（短期・長期記憶の過誤やゆがみ），運動機能（調節と身体言語

の使用），知覚（器質的・心理的ゆがみ），言語）

（g）総合機能（経験を統合し組織化する能力のアセスメント）

（h）年齢と発達段階に相応した，自我の全般的機能の，上記の観点を踏まえたアセスメント

　一方，Perryら（1987）やGabbard，1994 権訳  1998）は，更に簡潔にまとめている。特に

Gabbard（1994 権訳  1998）は，強さと脆弱性，防衛機能と葛藤，超自我との関係の3つのみ

を提示した上で，やや詳細に，以下の項目を挙げている。

（a）全般的な自我の強さ（恐らくここに自律性の評価も含まれるのだろう。）

（b）鍵となる自我機能の評価

（b‒1）現実検討

（b‒2）衝動のコントロール

（b‒3）判断能力

（b ‒4）心理学的な素養（外在化の有無，統合，対人関係で変わりうると思えるか。様々

な心的体験に関連を感じられるかなど）

（b ‒5）防衛機能（最も大切）（願望と現実との妥協が空想や罪悪感にどう反映しているか

なども含む。）

　このうち全般的な自我の強さについては，職歴や対人関係のパターンから推し量るという。

例えば，仕事を続け，適当な期間にわたって，それなりの対人関係を維持できている人は，よ

り柔軟な自我を持っている可能性があるということになる。

　また，鍵となる自我機能の評価のうち現実検討については，外的なものから内的なものを識

別する能力，持続する妄想的な認識パターンの有無，構造化されていない状況で損なわれてい

ないかどうかなどを評価する。更に，衝動コントロールについては，衝動の発散を遅らせるに
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十分な自我はあるかどうか，他者か自己にとって危険な地点まで衝動によって追いやられてい

ないかどうかを評価し，判断能力については，行動の結果を十分に予測できるかどうかを評価

するという。

　心理学的な素養については，問題の原因を内的なものと考えているか，それとも全て外在化

して他人のせいにしているか，データの多様な断片を組み立てて統合できるか，症状や対人関

係のために意味のある理解を広げて関連性を熟考できるか，様々な水準の抽象概念の間の関連

を見越す隠喩で思案するかなどが評価される。

　防衛機能についてGabbard（1994 権訳  1998）は自我評価の最も主要な部分であると強調し

た上で，「患者の（無意識的）願望は何か。恐れているものは何か。恐れを持ったとき何をす

るのか」といった無意識的願望と防衛と現実との関係のありよう，空想や罪悪感との関係，防

衛の有効性・適応性，自我親和的な特徴的防衛様式としての性格評価（これは未熟から成熟へ

の連続体のなかにある）などを評価すべきと主張している。例えば，困難な状況で，抑制とユー

モアを使える患者は，分裂や投影同一化に頼る患者より自我が強いと評価できるという。

3．超自我評価

　超自我評価とは，罪悪感や対外的権威への恐れの性質と程度の全体的なアセスメントである。

具体的には，柔軟性がなく，自我の過酷な監視役かどうか，現実的な理想を持っているか。非

現実的で空想的な目標に動かされているか，欠損や未発達による反社会的傾向があるかどうか

などが評価される。皆川（1981）は，狭義の超自我は両親の内在化された表象であり，これを

評価することは，子ども時代の両親との関係の手がかりになるという。

　例えば，小学校低学年で，先生がいようがいまいが，自分でいいこと悪いことの判断が下せ

て，それほど悪いことをしないか，先生が見ている場所だけで被害感から悪いことをしないの

か，といったようなことが評価される。

4．対象関係の性質

　対象関係の性質の評価および次に述べられる自己の評価については，古典的な定式化では評

価されないか，自我や欲動の評価の中に含められるが，Perryら（1987）やGabbard（1994 権

訳  1998）は，対象関係論的人間理解を反映させるために別項目として評価している。Perryら

（1987）は，神経症水準よりも重い人格病理を持った人々の評価に特に有用だと言う。その内

容は，Gabbard（1994 権訳  1998）によると，以下のようなものである。

（a）（自虐的世話役（北山，1989）など）いくつかの対象関係のパターンの推測

（b ）様々な情報から（子ども時代の対人関係，治療者との関係，最近の対人関係，家族関係

－家族の陳述とのズレ・スケープゴートの可能性）の内的対象関係を推測

（c ）全体対象関係か部分対象関係かの評価（良い性質と悪い性質をあわせ持った全体対象と
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して両価的に他者を経験しているか。全部良いと理想化するか，全部悪いと脱価値化する

か。他者を部分対象としてみていないか＝他者自身の欲求と関心ごとをもつ自分とは違う

人ではなく，患者にとって一つの役割だけに奉仕する患者の欲求充足のための対象として

みていないか）

（d ）対象恒常性の評価（そこにもういない人の慰めてくれる内的なイメージを喚起すること

で，重要な他者と離れていることに耐えられるか）

　基本的には，その人が妄想―分裂（PS）ポジション優位な心の構えをとっているか，抑うつ

（D）ポジション優位な心の構えをとっているかをみることになる。（ここに自閉―接触ポジショ

ンも加えるべきかもしれない。）

5．自己の特徴

　やはりGabbard（1994 権訳  1998）は以下のような項目を評価すべきと主張しているが，元

来，自己心理学の理論は，内的構造についての概念に欠けるため，意識と性的・攻撃的欲動と

の葛藤から生じる固定された反復的な症状の定式化にはあまり役に立たないとも述べている。

Perryら（1987）は，自己愛人格障害の評価には，自己の評価は有用かつ必要だと述べている。

（a ）自己の二重性と融和性（友人からの些細な軽視で断片化するか。自己対象から是認され

るために常に注目を浴びる必要があるか。）

（b ）自己対象の成熟度（長期の交流のなかで，相互に充足している対人関係で，自己対象の

欲求が満たされているか）

（c ）自己の継続性・同一性の評価（環境の変化があってもずっと同一かどうか）

（d ）自己の境界（自分と他人の精神内容を識別できるかどうか）

（e ）身体認識（身体の境界：皮膚境界を定めるための自傷行為があるかどうか，心身相関の

概念があるかどうか，離人感があるかどうか）

　このうち自己の二重性については，誇大的で自己顕示的な自己イメージ，すなわち誇大自己

（これは順調に行けば中核的な野心に発展するが，この過程が外傷的に妨げられると，太古的

な誇大自己の再活性化が起こり，鏡転移が起こるとされる）と，太古的な全能の自己対象すな

わち理想化された親イマーゴに完全性を託す自己（これは中核的な理想に発展するが，妨げら

れると，太古的な理想化された親イマーゴとの融合の再活性化すなわち傷ついた理想の極が理

想化を受け入れてくれる自己対象を探そうとする試みである理想化転移を起こすとされる）の

ことである。

　また，自己の融和性については，自己対象による太古的な自己の映し返し，理想化の受け入
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れによって，自己対象が果たしていた心理的機能（緊張緩和，自己評価調節機能）を内在化（変

容性）し，誇大感を年齢相応な現実的な向上心へと変形させ続ける自己が，情緒的にも，時間

の流れにおいても，人格の構造としても，断片化する危険を減少させること，と定義されてい

る。ここで自己対象からの共感的対応に恵まれないと，自己は融和性を獲得できないで，太古

的誇大自己を映し出してくれる自己対象や，一時的に緊張緩和・自己評価調節機能を果たして

くれる親イマーゴを生涯飽くことなく希求することになるという。

6．定式化

　最終的には，これらをまとめて力動的な定式化が行われる。これは，症状・防衛・無意識の

葛藤の絡みあいはどうかを見るものであり，いわゆる心理性的発達論や器官様式，社会的様態

（エリクソン），象徴解釈などが参考となる。定式化される項目は以下のようなものである。

（a）精神性的発達期の決定（退行，固着点（通常複数），発達停止などを含めて）

（b）心的葛藤

（c）不安の質

（d）防衛の成り立ち

（e）発生論的定式化（病理の由来の理解）

　精神性的発達上の発達停止，固着点への退行は，無意識的な葛藤や主に使われている防衛の

推測に役立つ。例えば，男根エディプス期への固着か退行ならば神経症水準，肛門期への退行

は強迫性障害，肛門期での発達停止は性倒錯やB群パーソナリティー障害などといった視点を

持つことが可能になる。

　不安の質の判断には，不安の発達的ヒエラルキー（破滅・崩壊不安，迫害的不安，対象喪失

の不安（分離不安），対象の愛を失うことへの不安，去勢不安，超自我不安といったヒエラルキー）

の概念が役立つだろう。

　心的発生論というのは，精神病理の由来の理解，すなわちどうしてそこでそのような無意識

の葛藤がその人の歴史の中で生まれたのか，どうしてそういう特徴的な防衛機制が使われるの

かという観点である。

　こうした力動的評価を行う際，Gabbard（1994 権訳  1998）が強調しているのは，全てのこ

とを説明する必要はく，主要な問題，特に治療計画に関係した点を簡潔に強調すべきであると

いうことである。また，自我心理学，対象関係論，自己心理学の3つの理論的枠組み全てにこ

ころを砕くべきだとも主張している。Perryら（1987）の言うように，それぞれが人間理解の

仮説的理論として得意な分野があり，どの枠組みで評価するかを見極める必要もあるというこ

とだろう。（例えば，後2者は正常モデルが十分に確立されていないこともあり，正常あるい
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は神経症水準のクライアントの評価はしづらいとも言われている。）

　その他，Gabbard（1994 権訳  1998）は，診断と治療が常に同時進行であることや，治療の

経過の中で，常に継続的な修正が必要なこと，力動的精神療法が禁忌の場合ですら，定式化は

有用なことを述べている。同様に皆川（1981）も，あくまでも定式化は仮説の生成であり，今

どういう情報が足りないのか，推測のレベルなのかといったことに心を配る必要性を強調して

いる。

　更に注意すべきことは，二者関係，早期エディプスといった概念に捉われすぎると，エディ

パールな問題が見えにくくなる，すなわち全ての人が重たい病理を持っているように見えてし

まう可能性があることであろう。（実際エディプスで引っかかっていると言うことは，その前

に何かがあることが多いわけだからそれでもいいのかもしれないが，やたらに治療が長引く可

能性はあるだろう。）

見立ての実際

　実際，これら全てを初回面接や数回のアセスメント面接で把握し，記載することは困難であ

る。全ての視点が必要なのは確かだろうが，中心となるのは自我評価である。もちろん可能・

必要ならば，投影法（特にロールシャッハ法の継起分析）などの心理検査を併用することが望

ましい。

　上記のような詳細なアセスメントは，むしろ面接を通じて，折に触れて振り返り，クライア

ントやクライアントとセラピストとの関係についての理解を修正・整理しつづけていくための

枠組みとして捉えるべきだろう。こうした記述的，力動的双方の視点を保ちつづけることは，

心理臨床の現場では常に必要なことだと考える。

　とりあえずの見立てを整理するための枠組みとしては，Kernbergの人格構造の概念が役立

つ。ここでは野沢（1984）によるその引用の表（table 1）を載せた。

　ここで言う「（自我）同一性の拡散」とは，慢性的な空虚感が持続し，自己や他者の様々な

側面・矛盾したイメージを統合的に捉えることができずに，一貫した自己概念を保持できない

傾向のことである。対人関係では，基本的信頼感の不足・欠如のために，一時的に親密感は持っ

ても，些細なストレスや他者の態度の変化から，見捨てられたと感じ，絶望し，関わりあいを

拒否し，ひきこもってしまい，時には復讐的・拒否的となったり，いわゆる否定的同一性を形

成して反社会的になったりすることを言う。こうした場合，時間的経過が，自己や他者の変化

をもたらすことに強く抵抗することが多く，こうした変化への恐怖が，絶望感や無力感を強め

てしまう。境界例水準では，同一性の拡散はあっても，自己イメージと他者イメージの区別は

保持されているが，精神病状態では，自他の境界が失われて妄想形成にいたる。
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　また，「現実吟味の能力」とは，上記とやや重なる面もあるが，自己と非自己，すなわち種々

の知覚や刺激のうち，内界に起源を持つものと外界に起源のあるものとを明確に区別する能力

のことである。また，過去・現在・未来の時間の経過を認識し，自分の感情・行動・思考内容

を，通常の社会規範に照らして，現実的合理的に認識評価できる能力である。境界例水準では，

一般的で平静な状態ではこれが保持されているが，強いストレス状況では変動しやすく，「す

べて良い」関係から｢すべて悪い｣関係に容易に変化するなど，関係の恒常性が保持されにくい。

　最後に，初回面接の段階で必要な「見立て」の実例として，筆者の実際の初回面接での所見，

評価の例を挙げる。（プライバシー保護のため，一部変更修正してある。）

症例1（30代女性）

　アイデンティティーを確立し始めるべき10代後半に，慢性身体疾患を発症し，それによ

Table 1　Kernbergの人格構造論

人格構造の相違一覧表

神経症水準 境界例水準 精神病水準

同一性の
統合

自己表象と対象表象は境界鮮明 自己表象と対象表象は境
界不鮮明，どこかに妄想
的同一性あり

統合された同一性：
自己と他者の矛盾するイ
メージは総合的概念の中
に統合される

同一性の拡散：
自己と他者の矛盾した諸側面はほとんど統合されず
切り離されたまま残存する

防衛操作

抑圧および高い水準の防
衛：
反動形成，隔離，取り消
し，合理化，知性化

主として分裂と低い水準の防衛：原始的理想化，投
影同一視，否認，万能感，蔑視

防衛は内的葛藤から患者を守る，解釈は防衛機能を
改善させる

防衛は解体と自他の融合
から進する

現突吟味

現実吟味の能力は保持される－自己と非自己の区
別，知覚と刺激の内的，外的起源の区別がある

現実吟味の能力の欠如

自己と他者を区別する能
力

現実と現実感覚の関係が変転する

（野沢栄司（1984）．青年期の心の病，星和書店より一部変更して引用）
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る自己愛の傷付きを含めた様々な問題を心理的に先送りして，現在に至っていることに不全

感，抑うつ感を感じているようである。強迫的な傾向も目立つが，明らかな強迫症状はない。

「仕事を変える」「一人暮らしをする」などと外的な問題を扱うことで乗り切ろうとしている

が，「どう変えていいかわからない」ので，内的な問題として乗り越えざるを得ないと思い

始めているという意味で，動機付けはあると言えよう。自己愛の傷つきと，それによるアイ

デンティティーの問題は深刻だが，現実検討は保たれており，病的防衛も目立たず，衝動的

になることもそうはないようで，病理は神経症水準か高位境界例水準に思える。ただし，適

応や予後をみたてるためにも，ロールシャッハなどの心理テストを併用した方が無難であろ

う。 

症例2（40代女性）

　出産直後の母親の自殺，クライアント自身の抑うつによる入院，そのためにできなかった

育児の償いという意味のありそうな仕事での新たなトラウマ，など次々とトラウマが重なり，

それを充分に乗り越え切れていないようである。

　幼少時の話は聴取できていないが，何かトラウマティックであった可能性がある。

　しかし，boundaryが脆弱。服薬内容からは主治医の見立ては異なるのかも知れないが，

クライアントの言う「視線恐怖」は，自分の視線が人を傷つける，という確信に基づいてい

る。但し，自分の目つきがおかしいのは，心理的な問題だという思いはあるという。

　更に詳細は聴取できていないが，かなりの強迫症状もあるようである。

　怒りが自分に向いて罪悪感となったり，他者に向いて「自分の目つきが悪くて人を傷つけ

る」という確信になってしまう，とは理解できそうである。

　面接時の距離感は，思わずこちらが引いてしまいたくなるほど近すぎる印象である。

　実際，周囲の人々に過度な期待を向け，思ったように応えてもらえずに，相手を脱価値化

したり，自分の「悪い視線」のせいにする傾向が強い。これが，セラピーでも再演される可

能性が高そうである。しかも修正できないほど強固な（妄想的）確信として現れる可能性も

ある。

　主治医の紹介状を参考にした上で，受け入れを検討すべきと考える。

　クライアントには，「相手に過度な期待を向け，かなえられずに幻滅する可能性が高い」「乗

り越えられない傷付きや罪悪感が様々な症状の原因になっている可能性が高い」と，伝えた。

力動的な心理療法の導入は慎重にすべきであろう。

　1回の面接では，得られる所見はこの程度のものである。症例1は比較的病態水準が軽いケー

ス，症例2は重いケースである。重いケースでは，記述的な色彩が強くなる傾向があることが

わかるだろう。



25

池田：心理療法における実践的「見立て」について

　これは，定型的な記述現象学的な精神的現在症の記述でも，力動的定式化でもない。しかし，

両者の考え方を取り入れたクライアント理解の第一歩である。山中（2001）も言うように，“当

初はぼんやりとした方向性なり，診断範疇の大きなクライス（定位圏）を見ておくことができ

ればいい・・ただ，いわゆる病態水準だけは・・初回段階において検討をつけておくことが望

ましい。”と言えよう。面接が1回で終わる可能性も視野に入れた上で，こうしたごく初期の

見立てから始めて，アセスメント面接，心理検査，治療面接などを通じて更に見立てを修正し

つつ深めていくことが求められる。一方で，逆説的ではあるが，心理療法家としての治療的な

姿勢，例えばBion（1967，1970）のいうno desire, no memory, no understanding（欲望しない

こと，忘れること，理解しないこと）といった姿勢を保ち続けることも必要だろう。

おわりに

　北山（1996）は，“われわれの多くは，幼少期より，親などの重要な人物との関係を，その

後も相手役を変えながら反復する。その台本を，幼児期の比喩を発見して，読み取り，共有し

て語り合うならば，それまで固定されてきた台本の微妙な語りなおしの機会が生まれる”と言

い，見立ての“患者の問題をどのような言葉で理解するか，という文学的（あるいは言語的）

側面”を強調し，これを“見立ての文学”と読んでいる。見立てを診断的側面だけでなく，治

療的側面ももつ生き生きとした営為と捉えるならば，まさにこのような「形」だけに捉われな

い「遊び」の領域，中間領域（Winnicott，1971 橋本訳  1979），橋渡しの領域（北山，1993）

にも視野を広げる必要があるだろう。そのためには，様々な現象を表現する語彙のレパートリー

を広げる努力（例えば，小説を読む，様々な人々と様々な状況で交流する，勉強会やカンファ

レンスに参加する，日常臨床語辞典（北山，1992）などを活用する）が必要なことは言うまで

もない。
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